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2019年10月2日 中東時事アップデート 
アミール・ツァルファティ 

- ブラジルツアーの前、ユダヤの例祭ロシュハシャナの終わりにアップデート - 
https://youtu.be/v-TgLPiEowE 

皆さん、シャローム！アミール・ツァルファティです。イスラエルのガリラヤにあるわが家から、ライブを
行っています。この後、24時間ほどしてから、はるかブラジルのサンパウロ、リオデジャネイロ、カンピー
ナスに向かいます。今回、初めてのブラジルです。ビホールドイスラエルの南米デビューで、ブラジルが最
初の場所です。私は超ワクワクしています。しかし、その前に、私たちはラッパの祭り、ヨム・キプールを
祝い終えたところです。多くの人が情報で溢れかえっていたことは分かっています。おそらく、またラッパ

あふ

を吹く人々の写真とか、そのほか多くの情報を受け取ったでしょう。このアップデートの終わりに、ラッパ
の祭りの重要性について話します。しかし、まずは、いくつかのことについてのアップデートから始めましょ
う。 

ここ数日で、イスラエルで起こったことおよび、同様に、ここ数日間の中東で起こったことについて。まず、
イスラエルが政治的に不透明である事から始めましょう。ネタニヤフ首相は、まだ就任中です。新政府が設
立されるまでは暫定政府ですから。前回のアップデートでお伝えした通り、大統領がネタニヤフに政府を形
成する任務を与えているからといって、あまり興奮しすぎないでください。ネタニヤフは、まだ政府を形成
するために必要な61票を持っていませんから。大統領から政府を形成する任務を受け取ることは、大変光栄
です。しかしネタニヤフは、その時点で、彼がこの仕事で成功することはほとんど不可能である事を、すで
に認めていました。したがって、私たちは、まだどちらかが最初に瞬きするのを待っているのです。繰り返

まばた

しますが、ネタニヤフが32議席に終わり、リクード党の頭に立つことが決定しました。ベニー・ガンツは33
議席を取り、青と白党の頭です。ベンジャミン・ネタニヤフの方が1議席だけ多いのです。それは、より多
くの人々が政府を形成するのにネタニヤフを推薦したように見えますが、しかし、政府を形成するには、ま
だ十分ではありません。だからネタニヤフのチームと他のチームとの交渉が行われています。みんながすべ
てを漏らしています。誰も、本当に政府を形成する気がありません。皆さん、1つ理解する必要があります。
イスラエルの左翼はネタニヤフが好きではありません。米国の左翼がドナルド・トランプを好きでないのと
同じくらいに。それだけです。それは国を愛することや国のために最善を尽くすこととは何の関係もありま
せん。すべてはネタニヤフが素晴らしい事をしたという事実と関係しています。彼は最も成功した首相であ
り、そして、イスラエルの歴史の中で最も長期間就任した首相です。そして、彼らは彼がそこにいることを
望んでいない。それだけです。彼はイスラエル国内におけるグローバル化の過程を止めているのです。彼は
文字通り、国家的自殺への過程を止め、そして、ここが、グローバリストたちが彼らの計画を実行するため
の新たな領域になることを止めているのです。 

さて、同じことがアメリカにも当てはまります。これは驚きではありません。イスラエルと米国の両方の場
所で、同時に、私たちは、これら2つの国の首脳に対する前例のない攻撃を見ています。いくつかの虚偽の
申し立てや、いくつかの公聴会、それと、いくつもの司法措置が行われています。これは、ただの恥でしか
ありません。なぜなら、脳があって、見ることができ、事実を見ることができるなら、これは、ただの魔女
狩りであることが分かります。これは完璧にクーデターへの試みであり、これは、完璧にここイスラエルと
アメリカのアメリカ人の両方が、さらに良くなることを奪う試みです。トランプが当選した時、グローバリ
ストは事故に遭いました。ここイスラエルでは、ネタニヤフが、彼らが私たちのユダヤ人のアイデンティティ
と私たちのイスラエル国家を排除するという、狂った、革新的なリベラルのアジェンダを持つことを許可し
ません。したがって、彼らは彼を好きではありません。それで、彼らは彼を追いかけるのです。そしてネタ
ニヤフは、彼らがそれをすることを本当に許していません。しかし、彼らは裁判所に持ち込み、初めて…、
彼らは、贈収賄や賄賂でネタニヤフを告発しています。しかし面白いのは、ここでお金が関与していないと
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いうことです。肯定的な報道なんて、一切なにもありません。ネタニヤフは、彼らがいつも彼を攻撃したと
いう事実が不満で、彼は、彼らに尋ねたのです。「なぜ、あなたは肯定的なことを1つも書けないのか？」
皆さん、これは贈収賄ではありません。これは指導者とジャーナリズムの間の問題です。それはずっと続い
ています。初めて、彼らは、そこから先例を作りたいのです。彼らは、彼が、まるでメディアの所有者に賄
賂を与えて肯定的な記事を書かせようとしたとして、裁判に持ち込みたいのです。デタラメです。気が狂っ
ています。これまで一度も…、イスラエルでは、そのような事件は一度もありませんでした。ここで現在起
こっているのと同じことが、今、米国で起こっています。トランプ大統領が非難されている内容も、ただ狂っ
ています。本当の腐敗は、実際にバイデンの息子のジョーダンと、ジョー・バイデン自身である事を誰もが
知っているのに。彼は、彼の事務所からウクライナの検察官を追い出せたことを、自慢すらしているのです。
彼が、彼の息子を調べていたから。皆さん、犯罪者は逃れ、他のだれかが責められます。そして、メディア
はいつものように偽善的です。 

しかし、この興味深いこと、イスラエルの“不確かさ”といいましょうか、それによって、ネズミが穴から出
てきます。そして、それによって具体的にはイランが、我々に聞き覚えのあるレトリック(口撃)を使います。
しかし、このボリュームではなく、この特定の方法ではありません。イラン革命防衛隊の、非常に上級のイ
ラン当局2人の言葉を2つ引用します。ひとつめは、IRGC(イスラム革命防衛隊）の作戦副司令官アッバス・
ニルフォウシャン氏です。彼は言いました。「イスラエルがイランを攻撃すれば、イスラエルはテルアビブ
の破片のひとつひとつを地中海から収集することになる。イランは、我々の四方全体からイスラエルを囲ん
でいる。イスラエルには、なにも残らない。イスラエルは、イランを脅かす立場にはない」そう言ったので
す。しかし、彼の上司は何と言ったと思いますか？IRGCの実際の司令官。彼の名前はホセイン・サラミ。
少将である彼は、次のように言ったのです。「イスラエルを破壊することは、今や達成可能な目標だ。イラ
ンのイスラム革命から40年、我々は、シオニスト政権詐欺師たちを破壊する能力を得た」皆さん、イラン
革命防衛隊の2人の将軍は、実際、公に、イスラエルは完全に破壊されるべきだと言っているのです。私た
ちは、国連から何かを聞きましたか？何も聞きません。私たちは、他の所から何かを聞きましたか？唯一、
それに対して語ったのは、国連の演壇上で、ドナルド・トランプ大統領です。彼は実際に、イスラエルを破
壊する意向を宣言するイランの反ユダヤ主義的発言を公然と非難しました。間違ってはいけません。イラン
は、彼らが今、大きな「追い風」を受けていると感じています。なぜなら、彼らは2週間前にサウジの非常
に大きな石油生産施設を破壊したのです。だれもが、彼らがそれをしたことを知っています。証拠のすべて
は米国、サウジアラビア、ヨーロッパ、全員の前にすでにあります。なのに誰も何も言わず、誰も、彼らに
責任を負わせなかった。したがって、彼らはさらにレトリック（口撃）を増し、そのように自慢げに行動を
しているのです。皆さん、理解しなくてはいけません。ロウハーニー大統領は、基本的に彼のカードを胸に
抱き込んで、彼は、何についても誰とも交渉するつもりはありません。彼は実際に、フランスの交渉の提案
を拒否しました。アメリカとイランの大統領との間で、何らかのサミットのようなものを行う提案を。そし
て、先週の国連集会での騒ぎは、すべて終了しました。皆が帰国し、皆、日常に戻りました。特に何も起こ
りませんでした。 

また、皆さん全員に報告したいのは、イランは、今、イラクで起こっていることにも干渉しています。こう
して話している間にも、今、負傷者がたくさん出ています。そして、何人かがイラクの治安部隊によって殺
されました。つまり、イラクの都市で、いくつかの暴動が起こっているのです。主にバグダッドで。催涙ガ
スは、彼らが使用した物の中では、ささいなものでした。彼らは実際、“実弾”のゴム製弾丸などを使用しま
した。そしていま、少なくとも10人が殺されたことが分かっています。おそらく、その数は増えるでしょう。
しかし、皆さんに言っておきますが、これはスンニ派対シーア派の問題ですらありません。これは、実はシー
ア派自身の内部の問題なのです。あまりにも腐敗が多く、不透明なことがあまりにも多いのです。イラクは、
うまく行っていません。イランは、イラクがうまく行かないようにしているのです。皆さん、理解しなけれ
ばなりません。イランは、イラクを別の無人地帯にしたいのです。人間のいない土地に。新たにイランの望
むことが何でもできる、混沌とした場所。彼らは、イラクをシリアのようにしたいのです。そうすれば、彼
らは、彼らの望むことが何でもできますから。だからこそ、彼らはイスラエルに対して非常に怒っているの
です。我々は、イランの地位確立を攻撃する領土を拡大しましたから。私たちは、もはやレバノン/シリア
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側だけに制限されません。私たちはイラクの領土に、さらにどんどん進んでいます。イスラエルはアゼルバ
イジャンと素晴らしい関係を持っています。我々は、アゼルバイジャン国内の複数の航空基地を使って、無
人偵察機を飛ばしています。我々はまた、イスラエルを出てから、また帰る途中で、F-35のいくつかの興味
深い飛行を行いました。彼らはイラクや、シリアのイラクとの国境の町アル・アブカマルのターゲットを攻
撃した後、皆さん、イラクで暴動が起こっているのです。 

エジプトの暴動は、かなり沈静化しています。これは、カイロのタハリール広場では、誰も、そこに数秒以
上立ち止まることが許されていないためで、あちらには何千人という警官と潜入捜査官がいるのです。そし
て、ちょうどエジプトから戻ってきたイスラエル人が、イスラエルに警告しました。そのタハリール広場か
ら半径1キロ以上離れているように。さもなければ、彼らは逮捕される、と。これが、ア＝シーシーが実際
に自分の権力を維持している方法です。面白いです。ブルームバーグが、イスラエルとエジプトの間のガス
の契約を発表しました。その中で、我々は彼らに150億ドル相当の天然ガスを販売することになっています。
実際に、天然ガスの200億ドル相当に上ります。エジプト人は、彼らが天然ガスを見つけたものの、それは
自分たちの消費のためには十分ではないと気づいて、実際にイスラエルからガスを購入することを決めたの
です。それは、エジプトがイスラエルの崩壊を目にすることに関心がない、もうひとつの理由です。イスラ
エルはエジプトと戦争することに関心がありません。エジプトは、イスラエルのガスに依存していますから。
それはエジプト人にとって驚くべきエネルギー源で、彼らは私たちを必要としています。彼らにとって、我々
は死んでいるより生きている方が良いのです。以上が、イスラエルの政治環境で起こっていることです。 

同時に、私たちの周りでもいろいろなことが起こっています。それからまた、グローバリストの働きについ
ても思い出してください。彼らは再び、非常に実質的なサポートが与えられました。世界の人々にとって、
最も重要な人物の一人から。もちろん、フランシス教皇です。皆さん、今月初めにフランシス教皇が招待し、
それは今月中旬…、先月でした。すみません。もう10月ですから。9月中旬に、教皇フランシスは会議を持
ち、その中で彼は実際に新しいイニシアチブを宣言したのです。「このイニシアチブは、2020年5月14日、
世界の指導者や若者をバチカンに招待する」すごいですね。他でもなく5月14日です。イスラエルが設立さ
れた日。興味深いのは、彼らがこのイベントを、「グローバル教育アライアンスの再発明」と呼んでいる点
で…、皆さん、よく聞いてください。次のような声明が発表されました。「新しい教育協定は、世界に影響
を及ぼす3つの亀裂を癒やすことを目指す」さて、その3つを聞いてください。1番目は、「現実を超越から
切り離すもの」バチカンによると、子どもたちは、超越への開放性を含む、完全な現実に導入されるべきで
ある。人と絶対的な存在との間の、縦のつながりを癒やす。わぉ！次に2番目の亀裂は、「その協定とは、
横のつながりを癒やすこと。世代間、文化、家庭内で、異なる文化や宗教的なビジョンを持つ人々と、財政
的、社会的、道徳的な困難に直面する人々との間において」これを見てください。「それは道徳的、文化的
困難、家庭問題、世代的、そのほかの困難に対処する、宗教の新しいかたちです」そして、次のように告げ
ています。「また、財政に直面する人々と…困難」そして3番目。これを見てください。よく聞いてくださ
い。3つめの亀裂は、「人類と環境の間で緊迫する、生態系の条件を作り出すことの必要性を持って、縮小
する責任を教育し、世界を熟考し、貧しい人々と環境の脆弱性に対処する」皆さん、「宗教」という言葉の
匂いを嗅ぎましたか？皆さん、「世界政府」の匂いを嗅ぎましたか？それが文字通り、この声明の至る所に
あるのです。2020年5月14日です。世界中から人々が、指導者や若者が…、ところで、感情や精神に触れ
る最善の方法は、子どもを使うことです。だからこそ、16歳の知能に問題を抱えたスウェーデンの女の子が
使われたのです。彼女はスピーチの台本を与えられました。ところで、彼女は、台本からはずれた瞬間、何
を言えばいいのか分からなくなりました。彼女は怒っている顔を見せるために、アメリカに送られたのです。
それが面白いことに、汚染と生態学的問題、そして、もちろん、地球温暖化に関して最も責任ある2つの国
は、二酸化炭素問題への取り組みの欠如がその問題だと思うのなら、それは、もちろん、中国とインドです。
グレタ（スウェーデンの少女）が中国へ行き、中国に対してそのように話すのを見てみたいですね。ご覧の
通り、彼らは、この全てをアメリカに持って来ます。しかし、アメリカの責任は、全体の5％未満です。彼
らは、これがトランプ大統領を攻撃するもうひとつの方法なので、アメリカに持って来たのです。これは、
世界の本当の問題から、すべての注目を完全にそらすための別の方法です。世界中のキリスト教との迫害、
非常に多くの場所での貧困。私は面白いものを見ました。グレタが列車に座って、彼女の食べ物を食べてい
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るのです。それは本当の写真で、それから、その列車の窓に、彼女の食べ物を見ながら走っている2人のイ
ンドの男の子の写真が貼られているのです。彼らはとても空腹で、彼女はしっかりと食べ物が与えられてい
ます。そして彼女は、世界が彼女と彼女の世界にとって、いかに恐ろしいかを説くために来るのです。本当
の問題は、それとは何の関係もないのに。すごく面白いですね。 
パトリック・ムーア。この人について、すでにお話ししましたが、彼はデマについて、それから地球温暖化
の欺瞞について、大変見事で、素晴らしいインタビューを行いました。彼は基本的に、こう言っています。
「確かに、地球温暖化があります。私たちは皆、それを感じることができます。しかし地球温暖化は、人類
とは全く関係ありません。私たちは、それには貢献しません。私たちがそれを変えたり止めることさえでき
るという考えは、ばかげている」彼はこう言いました。「地球温暖化に貢献するものが、いくつかあること
を皆さんにも知っていただきたい。これらは私たちが考えるよりも、ずっと大きなものです」 

もうひとつ。私は今日、非常に興味深いものを見ました。彼らは言いました。「氷山が落ちて、溶けようと
していて、そうなると、海洋のレベルが上昇する」皆さんがご存知かどうか分かりませんが、水の容器を取っ
て、その中に氷の巨大な塊を入れたら、氷が溶けても水位は同じです。こぼれることはありません。なぜか

かたまり

分かりますか？水の密度が変わるからです。したがって、それは同じままです。仮に氷の形をしていて、そ
れが溶けたとしても、何も上昇しません。それはデマ、デタラメですよ。皆さん、言っておきますが、自分
たちのために、さらに多くの予算を得ることを望んでいない“本当の科学者”と、“本当の人々”が、皆さんに
真実を教えてくれるでしょう。これを見るのは非常に、非常に興味深いです。 

さて、今度は、このアップデートの中で最も重要な部分に移りましょう。正確には、アップデートではあり
ません。それは…、私たちがちょうど祝ったばかりのラッパの祭りに関する、預言的な意味について話しま
す。まず第一に、私が前に言ったように、私は、イスラエルの7つの例祭はすべて、全世界への救いのため
の、神の計画の影に過ぎないと信じています。そのうち、最初の4つ、春の例祭はすべてイエスの時代に、
イエスご自身と聖霊の降臨によって成就しました。イエスが、確かに過越の小羊であったことを、私たちは
知っています。彼は、種なしのパンでした。彼は、死からよみがえった初穂だったことを、私たちは知って
います。聖霊がペンテコステの日に降臨したことを、私たちは知っています。彼らがエジプトを出た40日後、
イスラエルの人々に律法が与えられた時、火の舌が下ったのと同じように。しかし皆さん、春の例祭と秋の
例祭の間に、時間が経過していることを知っていてください。これはおそらく、私たちが「教会時代」と呼
ぶもので、これは2つの山頂の間の谷です。これは、ダニエルの69週と70週の間です。これはまさに、私た
ちが今、生きている時代です。私たちはその谷の端、次の事の直前に生きています。私が信じているのは、

はし

信者として私たちに非常に有効な例祭がひとつあるなら、それは、ラッパを吹く事について語っている例祭
です。罪のない子羊を殺すのは、理にかなっています。なぜなら、その血を使いましたから。それによって
神は、それらが門柱に血を振りかけた人々の家である事を見ることができました。それから、もちろん、種
なしパンの祭りは、罪のない人生の象徴。そして、私たちは皆、聖霊が下った事を知っています。これは、
すでに起こった事です。しかし、多くの人々がラッパの祭りの解説に苦労しています。イスラエルの全国民
が集まって、彼らはラッパを吹き、家に帰る。それは聖なる集会です。しかし、それは記念に関する事で、
そして、ラッパを吹いているのです。 

面白い事に、私は聖書の中で、トランペットを吹く場面が非常に多くあることに気づいたのです。しかし、
私たち信者にとって、この例祭の預言的な意味は、他の例祭よりも重要である、と私は信じています。それ
は異なる3つのレベルで成就されると私は考え、見ています。それについて詳しく説明させてください。ま
ず第一に、信者、私たちをイエスの臨在へと誘導するラッパの音。私たちの体が変えられた後、雲の中に。
第1コリント15章51節から52節が告げています。 
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聞きなさい。私はあなたがたに奥義を告げましょう。私たちはみなが眠ってしまうのではなく、みな変えら
れるのです。終わりのラッパとともに、たちまち、一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないも
のによみがえり、私たちは変えられるのです。 

（第1コリント15章51節から52節） 

このラッパは、死んだ信者のよみがえりと、そして、まだ死んでいない信者の体が変えられる事を知らせる
もので、もちろん、私たちはみな、空中で主に会います。それは、もちろん皆さんが読んだ箇所、第1テサ
ロニケ4章、 

…空中で主と会うのです。このようにして、私たちは、いつまでも主とともにいることになります。 

（第1テサロニケ4章17節） 

繰り返しますが、第1段階は、私たち信者のために成就します。それはもちろん、私たちが変えられ、主の
元に携挙されて行くときです。それから、聖書の中でラッパの音が宣言される、第2回目。もちろん、それ
は2人の証人の復活と、そして、イスラエルの民が砂漠に逃げる中間です。聖書は、2人の証人が、1260日
間伝道すると言います。それは、聖書の年で3年半です。その後、イスラエルが反キリストから逃れて、砂
漠に1260日間、3年半の間逃げる、と聖書は言います。それが、7年間の大患難です。まさにその中間で、
聖書はこう告げています。 

第七の御使いがラッパを吹き鳴らした。（これは7番目のトランペットです）すると、天に大きな声々が起
こって言った。「この世の国は、私たちの主および、そのキリストのものとなった。主は永遠に支配され
る。」（黙示録11章15節） 

「主は、支配される」です。彼は、まだ統治していません。まだ反キリストが、そこにいますから。しかし
聖書は、それが定められていると言います。反キリストが負け、そして、彼が永遠の永遠に統治されます。 

それから、神の御前で自分たちの座に着いている二十四人の長老たちも、地にひれ伏し、神を礼拝して、言っ
た。「万物の支配者、常にいまし、昔います神である主。あなたが、その偉大な力を働かせて、王となられ
たことを感謝します。諸国に民は怒りました。しかし、あなたの御怒りの日が来ました。死者のさばかれる
時、あなたのしもべである預言者たち、聖徒たち、また小さい者も大きい者もすべてあなたの御名を恐れか
しこむ者たちに報いの与えられる時、地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時です。」それから、天にある、神の
神殿が開かれた。神殿の中に、契約の箱が見えた。…」（黙示録11章16節から19節） 

なぜなら…、覚えていますか？地球上には、反キリストの神殿があります。しかし神の神殿は、天で開かれ
ています。そしてもちろん、「神殿の中に、契約の箱が見えた」なぜなら、地上にはひとつもありませんか
ら。 

また、いなずま、声、雷鳴、地震が起こり、大きな雹が降った。（黙示録11章16節から19節） 

これは黙示録11章です。それは御怒りの後半部分の始まりです。驚きです。しかし、その後、私たちにとっ
て非常に重要な3番目のラッパの音。それはもちろん、大患難直後のラッパの音です。イエスが天の四隅か
ら信者を集める時、イスラエルを救い、敵を判断するために地球に戻ってくる時です。聖書は、マタイ24章
29節から31節で告げています。 
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だが、これらの日の苦難に続いてすぐに、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は
揺り動かされます。そのとき、人の子のしるしが天に表れます。すると、地上のあらゆる種族は、悲しみな
がら、人の子が、大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを見るのです。人の子は大きなラッパ
の響きとともに、御使いたちを遣わします。すると御使いたちは、天の果てから果てまで、四方からその選
びの民（私たち！）を集めます。 

（マタイ24章29節から31節） 

私たちは天国にいます。彼は天国から私たちを集め、私たちは、彼と一緒に戻って来ます。私たちは、彼の
後ろで白い馬に乗っているのです。私はいつも言いますが、イエスが地上に戻ってくる時、あなたは彼の顔
ではなく、彼の背中を見なければなりません。彼はイスラエルの敵を滅ぼしますから。彼は、彼に敵対し、
彼の民に敵対する諸国を滅ぼし尽くされます。皆さん、世界で唯一、再臨を期待し、彼の再臨で喜んで彼を
受け入れるべき国は、イスラエルです。主は、彼らに言いました。 

『祝福あれ。主の御名によって来られる方に。』とあなたがたが言うときまで、あなたがたは、今後決して
わたしを見ることはありません。 

（マタイ23章39節） 

聖書は、ゼカリヤの12章で告げています。 

彼らは、自分たちが突き刺した者、わたしを仰ぎ見、ひとり子を失って嘆くように、その者のために嘆き、
初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣く。 

（ゼカリヤ12章10節） 

もちろん、皆さん、イスラエルには、それは贖罪の日の成就になります。イスラエルが罪を悔い改める時、
しょくざい

彼らは彼を受け入れ、彼を招き入れます。もちろん、その後、彼が千年間、私たちと一緒に住まわれる時、
仮庵の祭りが成就します。わぉ！ですから、私たち信者にとってラッパの祭りは、驚くべき預言的な例祭で
す。逃してはいけません。もちろん、私が言ったように、世界中で聞かれる、本当の、真のラッパの響き

のが

は、イスラエルが彼を見る時、イエスの地上再臨の時です。その時、もちろん例祭が、文字通り、地球上で
成就されます。 

しかし私たちは、私たちのための別の2つのラッパを持っています。天で鳴り響くもの。私たちを導き入れ
るもの。地上の彼の再臨ではなく、私たちが昇天し、私たちが上に上がるのです。私たちは空中で集められ、
主に会います。そして彼と一緒に行って、永遠の永遠に、主とともにいるのです。このとき、彼が私たちの
ために準備している大邸宅を、私たちが見るチャンスです。彼は言いました。 

わたしが行って、あなたがたに場所を備えたら、また来て、あなたがたをわたしのもとに迎えます。わたし
のいる所に、あなたがたもおらせるためです。 

（ヨハネ14章3節）　 

わぉ！なんと輝かしいものを私たちは持っているのでしょう。ですから、私たちにとってラッパの祭りは…、
信者にとっては、私たちの出発のための、私たちのラッパは、その日が分かりません。私は、ラッパの祭り
で私たちがここから取り出されるのを待っていません。それは、いつでも、どの瞬間にも起こりうるのです。
ですから、世界中の信者たちにお伝えします。ラッパの祭りが来るたびに、「OK、今だ！」と考えるべき
ではありません。ラッパの祭りの日、ラッパの響きとともに、イエスの再臨を見る国が1つあるとすれば、
それは、イスラエルの国です。すべての例祭は、イスラエルのために、イスラエルを通して、そして、ほと
んどすべてがイスラエルで成就しました。したがって、今回も同じです。しかし、信者である私たちにとっ
て、天国のラッパの音は、いつでも起こり得るのです。それは、必ずしもラッパの祭りであるとは限りませ
ん。私たちは、私たちのラッパを待っています。それまで、付け加えて言うなら、それまで、私たちはラッ
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パでなければなりません。もしラッパが弱ければ、どうやって戦いに備えることができますか？皆さん、私
は、皆さんの全員にお願いします。暦の上の特定の日を待たないでください。または、天国の特定のしるし
を待たないように。いつでも、どの瞬間でも、主と一緒に集まることが起こり得ます。何が起こり、何が起
こるべきかについて、主が私たちに与えた兆候があります。それは、もうそこにあります。いちじくの木が
芽吹いています。イスラエルは故国に戻っています。戦争と戦争のうわさは、どこにでもあります。そのた
めのステージが…、昨日、だれかが私に言ったのは、「裏方の私たちは、すでにステージを準備しているハ

うらかた

ンマーの音が聞こえます。背景が準備され、舞台がまもなく始まります」私たちはカナヅチの音やノコギリ
の音を聞いています。私たちは、すべての裏方さんの音を聞いていて、私たちは騒ぎが起こるのを聞いてい
ます。私たちは、すでに不法の秘密が働くのを見ています。私たちは、反キリストの霊が、すでに世界中に
あるのを見ています。私たちは、世界政府と世界統一宗教の動きを見ています。グローバル主義者たちは、
どこでも大暴れしていて、フランシスコ教皇が、それに加わって演じるのを見ています。私たちは地球温暖
化や気候変動が、パニックやヒステリーを扇動するためのツールとして用いられるのを見ています。私たち
は、これらすべてが起きるのを見ています。そして、これらのことが起こり始めたら…、 

これらのことが起こり始めたなら、からだをまっすぐにし、頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのです。 
（ルカ21章28節） 

お父様、しるしがそこら中にあることに感謝します。イスラエルが故国に戻ったことを感謝します。私たち
は生き、順調であることに感謝します。まもなく私たちは、ここから連れ出されます。そして、私たち信者
は、すでに眠った、すでに死んだ信者に加わります。私たちはみな、天国に入ることができるように、違う
体をいただきます。主が私たちをご自身に迎えてくださいます。彼のいる所に、私たちもおらせるためです。
そのことに感謝します。 

最後に、アロンの祝福を祈りましょう。 

主があなたを祝福し、あなたを守られますように。 
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。 
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。 
(民数記6章24節から26節/ヘブル語) 

主があなたを祝福し、あなたを守られますように。 
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。 
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。 
(民数記6章24節から26節/英語) 

イエシュアの御名において。 

アーメン 

皆さんにお勧めします。ソーシャルメディアは素晴らしいですが、私たちの日数は限られています。当社の
ウェブサイトから、ニュースレターを登録してください。「Behold Israel」の無料アプリをダウンロードし
て、通知を受け取ることができます。すでに30万回以上がダウンロードされました。これはAndroidとアッ
プルの両方で無料です。Behold Israel　ニュースレターとディボーションを受け取ってください。当社のウェ
ブサイト「beholdisrael.org」も同様です。 
フェイスブックでは、「Behold Israel」 
インスタグラムでは、約25万人のフォロワーがいます。「BeholdIsrael」 
ツイッターも、「Behold Israel」 
YouTubeも、「Behold Israel」 
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ありがとうございます。 

ガリラヤから、God bless you！ 

シャローム。 

ブラジルへ発ちますので、どうぞお祈りください。みなさんのお祈りが必要です。 
た

ありがとうございます。 

God bless you！ 

シャローム 

さようなら。 
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